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TV番組制作を通じた科学技術コミュニケーション教育
～NHK「すイエんサー」公開収録での実践事例～

早岡 英介1，高橋 理2，中村 奈穂子3，小室 崇4，村松 秀2

Science Communication Education through the 
TV Program Production

−A Case Study on a Public Recording of 
NHK Educational Program “SciEnCer”−

HAYAOKA Eisuke1, TAKAHASHI Osamu2, 
NAKAMURA Naoko3, KOMURO Takashi4, MURAMATSU Shu2

Abstract
A public recording of NHK educational TV “SciEnCer” which is a popular scientific entertain-
ment program in Japan was held in school of engineering, Hokkaido University on January 22, 
2013. Here, on-the-job training for students by the collaboration of NHK and Hokkaido University 
was carried out. The production technique of the TV program is suggestive for science commu-
nication education. In this report, we consider the opportunity of on-the-job training like this from 
a viewpoint of science communication.

Keywords:  public recording of TV program, media literacy, science communication education, ca-
reer education

1．はじめに
1.1　実施内容について
　本稿では，NHKの科学エンターテインメント番組「すイエんサー」（毎週火曜19：25～19：50 Eテ
レ放送）1）の公開収録現場を生かして，北海道大学において学生向けの放送業務体験研修を実施し
た事例について報告する．参加したのは北大学部生と大学院生，そして北大・科学技術コミュニケー
ター養成プログラム（CoSTEP）を受講する大学院生や社会人など，あわせて12名．この研修は，
放送業界に関心がある学生向けキャリア教育の一環であり，加えてCoSTEPの音声・映像制作実習
も兼ねていた．
　番組初となった公開出張収録は，2013年1月22日に北海道大学工学部オープンホールで，立ち
見も出る盛況の中で行われた．内容は，女子中高生が中心の「すイエんサーガールズ（以下，番
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組に倣って「すイガール」と略記）」4名と北海道大学の工学部生4名が，身近な材料を使った手作
り工作のテーマで知力を競い合う，「知力の格闘技・挑戦状シリーズ」の一つ 2）である．収録には，
北大からノーベル賞受賞者である鈴木章・名誉教授や，馬場直志・工学研究院長（工学部長），永
田晴紀・工学研究院教授もゲストとして参加し，「北海道大学からの挑戦状！」というタイトルで
2013年2，3月に前・後編が全国放送された（写真1，2）．この対決が好評を博したため，同年6月
に「北海道大学からの挑戦状！リターンズ!!」と題した続編も3回に渡って放送された3）．

写真1　公開収録の様子

写真2　鈴木章名誉教授と「すイエんサーガールズ」

　放送業務体験研修は，参加した学生を番組制作班とイベント制作班の2つに分けて実施した．番
組制作班は，番組内容を告知する2分間のVTRを作り，NHK札幌放送局の情報番組（北海道地区
のみ）で「すイエんサー」放送前日の2月25日に放送する機会を得た4）．イベント制作班は公開収
録現場での実務を手伝うことで，イベント運営や来場者対応，出演者対応を体験した．本稿では，
CoSTEP受講生が参加した番組制作班の研修内容を中心に報告する．
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1.2　公開収録の現場を科学技術コミュニケーション教育に生かす
　TVの公開収録現場を大学における科学技術コミュニケーション教育に生かしたという事例はき
わめて珍しい．今回のイベントは，言うまでもなく，マンパワーや予算からみても，大学や研究機
関単独では人材，設備など様々な面でとうてい成し得ないものだった．
　TV番組の制作手法には，科学技術コミュニケーション教育のヒントとなる実用的な方法や技術
が詰まっている．例えば，2007年2月に東京工業大学は，授業の一環として，TV番組の制作手法
を生かしてサイエンス・カフェを設計した（滝口 2009）．学生達は，NHKの番組制作の手順にならっ
て，まずはイベントの意図をNHK内部で「提案」と呼ばれる企画書にまとめることで明確化し，「構
成表」と呼ばれる進行表を作成することでアイデアを具体化していった．これは番組制作手法を応
用してサイエンスイベントを設計した一例である．
　CoSTEPにおいても，これまで科学番組の制作手法を教育プログラムに組み込み，様々な授業
で映像コンテンツを制作してきた5）．とはいえ，実際のTV番組はプロデューサーやディレクター，
カメラマンなど，数多くのプロの手によって制作されており，限られたスタッフと時間，予算内で
行う大学の教育では伝えきれないことが多い．さらに，今回の「すイエんサー」の公開収録は単な
るロケではなく，実際にMC（司会者）の3人まで現場に来た大規模なサイエンスイベントであった．
　また今回の研修では，マスメディアから講師や参加者を招き講義を受ける形態ではなく，学生た
ちが実際に働くスタッフから学びとるオンザジョブトレーニング（OJT）の形をとった．一般に日
本社会では，社会に出てからはOJT主体となり体系的な教育が少ない一方で，学生時代は社会と接
続した実務的な経験の機会が少ない．
　本報告では，この公開収録の機会を生かし，大学教員がTV局のスタッフと連携することで，ど
のような科学技術コミュニケーション教育ができるのか，実践的な事例を示す．またOJTによるメ
ディアリテラシー獲得効果についても考察する．そして一連の教育プログラムを振り返り，科学技
術コミュニケーション教育にとってどのような示唆が得られるかを考える．

1.3　放送業務体験研修の経緯と位置づけ
　今回の研修に至った経緯を述べ，その目的や位置づけを明確にしておく．公開収録と研修はセッ
トで企画されたわけではなく，あくまで「すイエんサー・挑戦状シリーズ」公開収録制作が先にあっ
て，研修は後から企画されたものである．
　NHK側は，大学で公開収録まで行うのだから，放送現場に関心のある学生への放送業務の理解
促進と，キャリア形成の一助としたいと考え，合わせて学生向けのトークセミナー「NHK“すイエ
んサー”の制作現場から」も初めて企画した．司会は番組プロデューサーの高橋理がつとめ，およ
そ250人の参加があった（参加者は学生に限定しなかった）．他にNHK札幌放送局広報・事業部（2013
年1月当時）の中村奈穂子，すイエんサーガールズ，司会者の3人なども加わり，「番組作りの楽し
さを伝える」というテーマで，ディレクターやカメラマンの仕事，視聴者がめったに目にすること
はない中継車の内部の様子なども紹介した．
　さらに，公開収録が1月下旬で，学部3年や修士1年の就職活動が始まる時期に重なっておりキャ
リア教育を行うには最適なタイミングだったため，札幌放送局の提案により，より深く放送業務に
関心がある学生向けに放送業務体験研修も加えることにした．札幌放送局が北大と協力しあいなが
ら，2012年12月から手探りながら準備を進めた．告知VTRを作ってNHKで放送する（北海道地区）
というのは，学生向けの研修としてはかなり踏み込んだ内容だったが，CoSTEP音声・映像制作実
習の教育プログラムと兼ねることで，実現を目指した．
　このようにNHKがプロデュースした「すイエんサー」の公開収録という大きなイベントがまず先
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にあって，その場を学生たちのキャリア教育などにも生かす形でトークセミナーと研修を後から位
置づけた．その中の一部分として，番組制作研修という教育プログラムがあった．本稿は，この番
組制作研修（告知VTR制作）の内容から，科学技術コミュニケーション教育への示唆を読み取ろう
とするものである．

2．概要
2.1「すイエんサー」について
　NHK「すイエんサー」は主に中高生をターゲットにした科学エンターテインメント番組として
2009年3月31日に始まった．視聴者から寄せられる身近な疑問を，ティーンズ向けファッション
雑誌で活躍するモデルたち「すイエんサーガールズ」が体当たりで解き明かしていく．その様子を
見ながら，MC（司会者）の渡辺徹，岡田圭右，小島瑠璃子，そしてゲストも，「すイガール」の思
考を追うように一緒になって考える．
　2011年4月12日に放送された「定規もな～んにも使わずに，手紙を超ピッタリ3等分にした～
い！」の回は，第28回ATP賞テレビグランプリ2011「情報バラエティ部門」優秀賞を受賞．2011年
11月15日に放送された「ケーキを超ピッタリ7等分に切りた～い！！」の回は，アメリカ国際フィ
ルム・ビデオフェスティバル2013（2013 US International Film & Video Festival）で教育・高校生
部門のクリエイティブ・エクセレンス賞を受賞した6）．大阪大学の全学生向け授業「ディスカバリー・
セミナー」で指定参考番組として推奨されたり，滋賀大学教育学部でも理系教員養成の講義で活用
されるなど，教育活動の参考にする関係者も増えている．

写真3　「すイエんサー」MC（司会者）の3人
左から小島瑠璃子，渡辺徹，岡田圭右　©NHK

写真4　「すイガール」が出演するVTR部分　©NHK
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　「すイエんサー」はこれまでの科学番組のように科学研究の情報をストレートに伝えるのでは
なく，科学する営みやプロセスに焦点を当てている．科学の情報はあくまで結果，成果にすぎな
い．それよりも「疑問を考え，解き明かそうという科学のプロセスや営み」を表現できないかとい
う問題意識に基づき制作されており，この点で，これまでの科学番組とは一線を画している（村松 
2012）．

2.2　実施概要
　番組の公開収録は，表1の要領で実施された．イベント自体は当日14時半から19時半までの5時
間半だったが，ロケ担当の制作・技術スタッフは2日前から現地入りし，学生の紹介シーンやイン
タビュー撮影等を行った．公開収録担当の技術スタッフや美術スタッフは前日の午前中から大道具
や技術機材の搬入を行い，夕方までに設営を終えた．

表1　公開収録に関する実施概要

日時 2013年1月22日　14：30〜15：30　①トークセミナー
　　　　　　　　　16：30〜19：30　②番組公開収録

場所 北海道大学工学部オープンホール（346名収容・階段教室）
内容① 学生向けトークセミナー「NHK“すイエんサー”の制作現場から」

　　　　　出演：�渡辺徹，岡田圭右（ますだおかだ），小島瑠璃子，
　　　　　　　　高橋理（番組プロデューサー），小室崇（番組ディレクター）他

内容② 番組公開収録「すイエんサー�〜北海道大学からの挑戦状！〜」
　　　　　出演：�渡辺徹，岡田圭右，小島瑠璃子（司会）
　　　　　　　　鈴木章名誉教授，馬場直志工学研究院長，永田晴紀教授（ゲスト）�
　　　　　　　　すイエんサーガールズ4名，北大工学部生4名他

2.3　イベントの規模と評価
　イベントの規模を示すために，関わった出演者やスタッフの人数を表2にまとめる．あわせて
110名が参加しており，大学の施設をそのまま使用して実施する公開収録イベントとしてはかなり
の規模である．
　収録当日は，撮影機材および舞台の設営によって講義教室がTV局のスタジオのように変化し，
そこでティーンズ雑誌のモデルであるすイエんサーガールズが踊りながら番組テーマソングを歌う
という非日常空間が出現した．学生や教員にとっても，自らの大学でこうした大規模イベントが実
施されること自体が極めて稀であり，刺激的な体験になった．

表2　イベント関与者

出演者 30名 司会者，リポーター，マネージャー，すイガール，
北大生，北大教員，北大応援団など

NHK制作・美術
スタッフ

27名 ディレクター，プロデューサー，アシスタントディレクター，
ロケカメラマン，音響効果，大道具，美術，メイクなど

NHK技術スタッフ 21名 テクニカルディレクター，カメラマン，音声，
中継車・電源車担当など

札幌放送局スタッフ 18名 統括，広報・事業，営業，研修担当職員，編成，運営など
北海道大学関係者 14名 広報，総務，CoSTEP教員，研修参加者など

計 110名 　
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　公開収録の観客数は350名を超え，客席はほぼ満員となった．NHK札幌放送局が実施したアン
ケート（回答者数257名）では，10歳未満（14.8%），10代（15.2%），20代（33.9％）と，若年層が6割
をこえ，子供連れの一般市民が多数来場していたことが分かる7）．満足度に関しては，満足（71.6%），
やや満足（16.7%）で9割近い回答を占め，好評だった8）．

2.4　放送業務体験研修の概要
　放送業務体験研修は，収録前日の1月21日15時から始まり，札幌放送局の中村奈穂子がまず最
初にガイダンスを行った．参加した学生やCoSTEP受講生たちは，公開収録現場を訪れ，スタジオ
設営や撮影機材を準備する様子などを見学し，翌日の撮影やリポートのための各自の役割の確認，
打ち合わせなどを17時ごろまで行った．
　研修には12名が参加し，表3に示す要領で行われた．大きくは番組制作班（7名・体験業務①か
ら⑤まで）と，イベント制作班（5名・体験業務⑥と⑦）の2グループに分けて行った．研修全体の
実務は，中村が統括した．番組制作班では，主に撮影技術の指導を，札幌放送局技術部の高橋利明
チーフ・エンジニアと，熊木正人カメラマンが担当し，演出や編集などディレクター業務の指導を
CoSTEP教員の早岡が担当した．イベント制作研修の指導は，主に「すイエんサー」制作スタッフ
が行った．

表3　放送業務体験研修の概要

体験業務 参加者（計12名） 性別 指導担当
①番組ディレクター
　（番組制作）

北大理学院修士1年（CoSTEP受講生）
北大環境科学院修士1年（CoSTEP受講生）
北大工学院修士1年（CoSTEP受講生）
北大工学院修士2年（CoSTEP受講生）

男
男
男
女

CoSTEP教員

②カメラマン
　（番組制作）

上記，番組ディレクター研修参加者と同じ 札幌放送局技術部職員

③リポーター
　（番組制作）

北大文学部3年 女 CoSTEP教員
札幌放送局技術部職員

④音声技術
　（番組制作）

社会人（北大職員・CoSTEP受講生）
社会人（道内研究機関職員・CoSTEP受講生）

女
男

札幌放送局技術部職員

⑤番組編集
　（番組制作）

CoSTEP受講生全員 CoSTEP教員

⑥イベントディレクター
　（イベント制作）

北大工学部3年
北大法学部4年

男
女

すイエんサー制作スタッフ

⑦フロアディレクター
　（イベント制作）

北大水産学院修士1年
北大経済学部3年

男
女

すイエんサー制作スタッフ
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3．番組制作研修の内容
3.1　告知VTRの概要
　今回放送された番組の内容について概要を以下に示す．公開収録で明らかになった競技内容や勝
敗の結果については，放送日まで明かさないよう関係者及び観客へ要請があった．

●「すイエんサー」放送内容
【放送日時】「＜前編＞北海道大学からの挑戦状！」
  　　  　　2013年2月26日（火） 19：25～19：50 Ｅテレ　
  　　  　　「＜後編＞北海道大学からの挑戦状！完結編!!」
  　　  　　2013年3月5日（火） 19：25～19：50 Ｅテレ

【出演】渡辺徹，岡田圭右，小島瑠璃子（司会）
　　　 鈴木章名誉教授，馬場直志工学研究院長，永田晴紀教授（ゲスト）
　　　 谷内里早，黒田瑞貴，藤井千帆，小林玲（すイエんサーガールズ）
　　　 染谷槙人，坂本達真，横堀野原，アナスタシア・アマンダ（北大工学部生）

【競技内容】ピンポンフォール対決
　チームで一つの構造物を作り，ピンポン球を転がして床に着くまでの時間の長さを競い合う．構
造物はA3の厚紙1枚と，はさみとセロハンテープのみを使って作り，70センチ四方の枠からはみ
ださない．別々の部屋に分かれて制作し，持ち時間は60分．通信機器は使用できない．その後，
観客の前で実際にピンポン球を転がして対決を行う．

【番組内容】「すイガール」が現役大学生と身近な材料を使って知力の勝負を行う「知力の格闘技・
挑戦状シリーズ」．今回は司会の3名も来て，番組初の公開出張収録を行った．今回のピンポンフォー
ル対決では，「すイガール」と北大生は，ジグザグ状のレールの上を転がすという似た構造物で勝負
した．しかし，北大生の1人を除いて，7名は全てピンポン球が最後までしっかり転がらず，北大
生チームの辛勝となった．

　今回の番組制作研修は，上記番組の告知VTR（2分）を制作することであった．科学番組として
は異例であるが，「すイエんサー」は，打ち合わせもしない，出演者に台本も渡さないという，完全
リアル・ドキュメント方式をとっている．さらに公開収録だったため，予告VTRのロケをしてい
る段階ではどのような展開になるか全く予想もつかず，研修の学生たちは頭を悩ませた．また告知
番組のため本放送より前のオンエアとなることから，競技内容についても詳しくは披露できず，最
低限の紹介にとどめるといった演出上の制限もあった．
　リポーター役の北大生が，公開収録の現場を訪れ，準備風景をリポート．担当ディレクターに競
技内容に関して質問し，出演者の「すイガール」や北大工学部生に意気込みを尋ねた．最後に司会
者の渡辺徹，岡田圭右，小島瑠璃子が，画面に向かって「せーので行くよ，せーの！すイエんサー！
in　北海道大学！」と叫ぶ，定番のセリフでVTRを締めくくった．研修で制作した告知VTRは，以
下の要領で，札幌放送局が昼に放送している情報番組の中で放送した．

●告知VTR放送内容
「つながる@きたカフェ」番組内コーナー「NHKほっと情報」（北海道地区のみ）
タイトル「すイエんサー in 北海道大学」（2分間）
放送日時：2013年2月25日（月） 11：30～12：00
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3.2　構成表の作成
　CoSTEPの音声・映像制作実習では，受講生たちがこれまでの5年半で30本以上の映像作品を制
作してきたが，実際にTVで放送されるコンテンツを作るのは初めての経験である．そこで，まず
は指導教員である早岡が，公開収録の10日前に，NHKの制作現場で実際に行われている，「付箋紙
を用いた構成案の作成作業」について教えた．
　通常，TV番組はチームで作るため，プロデューサー，デスク，ディレクター，編集マンといっ
た複数のスタッフの意志を統一しながら，撮影内容を整えていく必要がある．そのため付箋紙にシー
ンの要素や，話の内容を書き出し，それをA0用紙ほどの大きさのパネルボードに関係者の意見を
調整しながら貼り付けていく．これによって，番組の要素を関係者全員で確認し，初めて見る視聴
者でも理解しやすいストーリーにする．これが構成案の作成である．（写真5）．

写真5　構成案を考える

　「オープニングは分かりやすいイメージで，クラーク像から入ろう」「農学部や博物館のような重
厚な建築物で，北大の伝統を印象付けよう」「いや舞台は工学部だから，工学部の前で」といった議
論が交わされ，参加者の意見を取り入れながら，各構成要素と順序を決めていく．左端に“尺”（シー
ンの時間）を示す付箋を1枚，その右横に項目（シーンの概要をシンプルな言葉で表現）を示す付箋
を1枚，その右横に映像構成要素（シーンの流れを具体的にイメージできる言葉で示す）を必要な
枚数だけ貼っていく．3種類の色の付箋を使い分け，見やすくする．
　最終的には，表4のような構成表の形にまとまった（冒頭の一部だけ示す）．このように構成の指
導では，実際の番組制作と同じ手法を用いて，TV番組制作の「文法」や約束事について教えた．重
要なことは，受け手の心理や感情を分析することである．特に放送番組においては客観性が重視さ
れる．自主映画や関係者しか見ない映像では，好きなだけ独創性を発揮できるが，公共の電波を使っ
た映像制作では，受け手はどういう人間なのか，何に関心があるのか，どこまでなら理解してもら
えるのか，常に相手の状況を想像しながら作業を進めなければならない．
　岸田（2011）によれば，コミュニケーションには「情報伝達のコミュニケーション」と「共感・共
有のコミュニケーション」があり，科学技術コミュニケーションにおいては共感と共有の機能が鍵
となる． 科学技術コミュニケーションにおいては，知識を伝達するための科学教育とは異なり，
対象は一般市民でありまた強制力もないため，受け手の「文脈」に注目する必要がある．つまり，
一般の人々はどのようなことを知りたがっているのか，あるいは知りたがっていないのか，そうし
た「状況＝文脈」を視野に入れる必要がある（舩戸 2008）．このように，受け手に想像力を働かせ
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る番組制作の方法論は，双方向コミュニケーションの構築を目指す科学技術コミュニケーション教
育にとって，大いに示唆に富むものといえる．

表4　実際に作成した構成表の一部
＃ 項目 映�像 内　容 Time

1 舞台紹介 ・�クラーク像，ポプラ並木，農学部
正面等（CoSTEPの資料映像？）

・�真冬の工学部建物LS
・�リポーター1S�BS（テロップ）
　チラシを手に持って，見せる

・�カメラマンもディレクターも皆北大
学生（サブカメ映像LS）

　〜全員ぞろぞろと玄関へ向かう

「NHK教育番組のすイエんサーが，番組初の公開収録を，私た
ちが学んでいる，ここ北海道大学で行うことになりました！」

「今，まさにその準備が行われているということで…その現場を，
私たち北大の学生達でリポートしたいと思います！」

　

0:20/
0:20

2 公開収録の
準備作業

・収録現場へ入るリポーター

・�技術の方（2，3人くらい）にちょっと
お話を聞く

・�技術の方（名前テロップ）顔

・�リポーター表情
・��収録現場の準備風景LS

「（同録）※感想をお願いします」

「Q,これは今，一体どんな作業をしてらっしゃるのですか？」
「A.（お答え）」

「（いつも授業を受けている講義室が，TVのスタジオみたいに
変わっていくのが不思議）等，感想を」

0:15/
0:35

3 いったい
どんな競技?

・�競技の準備をする制作陣

・�リポーター話を聞く

・�小室崇ディレクター
　（名前テロップ）
　（説明しながら）
・�競技名（テロップ）
・�ピンポン球（インサート）

「こちらでは，すイエんサーガールズと北大生が対決する
�競技の準備をしているようです」

「Q.どんな競技か教えてもらえますか？」

「今回は“ピンポンフォール対決”と言って，この玉を転がして，
このように，いろんな構造物を使って，ゆっくり転がしたほう
が勝ち，という競技です」 0:30/

1:05

3.3　撮影（ロケ）
　構成表をもとに，撮影スケジュールを組み，公開収録の現場でロケを行った．表3のように，参
加者7名のうち，6名がCoSTEP受講生で，リポーター役として文学部3年生の女子学生が参加した．
CoSTEP受講生はカメラマンとディレクターを順番に交代しながら体験した．
　まずは写真6のように，工学部前でリポーターが1ショットで立って話すオープニングカットか
ら撮影を始めた．さらに，いったん屋内に入って，工学部教室で行われているリハーサルの様子を
撮影した．その後，空き時間ができたので，再び屋外に出て，写真7で示すロングショットのインサー
トカット9）を別撮りした．また司会者3人のスケジュールにあわせてエンディングシーンを先に撮
るなど，撮影の順番は出演者や技術スタッフ等のスケジュールの都合でいかようにも変わることを
体験した．
　あらかじめ決めた構成内容に沿って撮影が進むわけではないこと，撮影しても使わないカットが
多いことなど，TVを見ているだけでは分からない裏側を体験して考えてもらう．映像は確かにあ
りのままを映しているが，制作者がどういうカットを，どんなタイミングで使うかによって，映像
に与えられる意味づけは全く変わってくる．実際に自分で作ることで，メディアが作り出すイメー
ジや構造を理解することができる．
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写真6　オープニングカット

写真7　インサート用のロングショット（後撮り）

　MCの3人は時間的余裕が無かったため，彼らの撮影については失敗は許されず，一回で決める
必要があった．従って，この撮影だけは札幌放送局の高橋利明チーフ・エンジニアが担当した（写
真8）．単なる業務研修ではなく，NHKで放送されるVTRであり，多忙なタレントたちが出演した
ことで，実際に放送されるコンテンツを作っているのだという自覚と，適度な緊張感が生まれたと
いえる．

写真8　エンディングシーンの撮影
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3.4　映像編集
　ロケから11日後に，8時間ほどの映像編集作業を行った．CoSTEP音声・映像制作実習生は編集
作業に関する基礎知識はすでに持っていたため，編集の方法については，各自のセンスに任せた．
ナレーションはなく，リポーターと出演者の声だけで編集する構成である．
　編集作業の参加者5名は，自分が担当して撮影した素材を，映像編集ソフトのAdobe Premiere 
Pro CS6に取り込み，それぞれ自分が撮影したパートのみ編集した．編集作業は一斉に行い，最後
にそれを順番につなぎあわせて完成させた．本来は，構成表通りにつなぐことが適切かどうかも含
めて議論しながら，最初から最後まで順番に編集することが望ましい．しかし今回の場合，参加者
が多く，時間も無かったため，各自が撮影したパートのみ編集して後でつなぎ合わせる形で進めた．

写真9　議論しながら編集を進める

　映像やリポーターのセリフだけでは伝えきれない情報，あるいは強調すべき情報はテロップで補
う必要がある．ステレオタイプにならずに，短くシンプルな言葉で象徴的に表現するには，独特の
センスが要求される．このように，ある事象を分かりやすく，短いキーワードで表現するという作
業は，科学技術コミュニケーションの実践において欠かせない．イベントでの来場者とのトーク・
やりとりや，告知するためのチラシ・紹介文，プレスリリース，ポスターの作成等においても大い
に役立つスキルだといえる．
　それぞれが編集するパートをつなぎあわせ，最後にみんなで確認しながら調整し，最終的には早
岡がテロップのデザインやサイズを統一して音響効果を加えた．BGMは番組のエンディングテー
マソングである「Sweet Answer」（歌：すイエんサーガールズ）のOff Vocal Versionを使用した．
冒頭にカラーバー10）と基準音11）を入れ全体の音量を調整し，札幌放送局にファイルで納品した．
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4．放送業務体験研修の教育効果
4.1　全体的な満足度について
　番組制作研修に参加した計7名（CoSTEP受講生6名と北大学部生1名）に，記名式のアンケート
をとった．研修の満足度は「とても満足」が6名，「満足」が1名であり，NHKで他にも同様な研修
があれば，7名全員が「受けたい」と回答した．また放送業界への興味については，「とても興味が
わいた」（6名），「少し興味がわいた」（1名）という結果であった．
　自由記述に「番組に込められた関わる人々の情熱を肌で感じることができました．数分の番組を
放送するまでに打ち合わせから撮影・編集等の莫大な時間がかかっていること，関わるスタッフの
多さなど，TVを見ているだけではわからない生の現場を覗くことができ，たいへん貴重な経験で
した」という感想があった．おおむね，満足度は高かったといえる．
　具体的にどこに満足したか尋ねたところ（複数回答可），「撮影技術指導」（5名）が最も多く，や
はりNHK技術職員による直接指導は，得がたい経験だったため評価が高かった．「とても親身になっ
て撮影技術の指導を頂いた」「NHKの人に演出指導を直接してもらえたことは非常にうれしく，あ
りがたかったです」といった感謝のコメントが見られた．
　他に満足した点として「番組制作業務の見学」（4名），「イベント（公開収録）制作見学」（3名）も
多かった．7名のうち5名はこうした業務体験自体が初めてだったこともあって，見学自体が刺激
的だったようだ．自由記述欄では，「放送局がこういった業務体験を行うことが希少なので，それ
に“参加できた”だけでもすごくうれしかったです」という意見があった．
　他に，「映像構成（シナリオ作成）指導」（2名），「演出指導」（2名）もあがっている．「よく話し合って，
シナリオを作り上げる過程が楽しかった」という意見が見られた．構成表の共同作成作業を新鮮に
感じたようだ．最終的には，「NHKの業務体験研修は，今後の就職活動や仕事に生かせそうですか」
という質問に対して，7名全員が「大いに役立つ」と回答している．

4.2　科学技術コミュニケーション教育への示唆
　研修を通して特に印象に残った点を聞いたところ（複数回答可），「イベント番組制作に関連した
全スタッフの数」（12%），「ロジスティクス（制作体制の設計）」（15%）といった回答が多かった．自
由記述欄でも「思ったよりもたくさんの人が集まって番組が作られているのだと知り，驚きました」

「想像していたよりもスタッフや機材の規模が大きく，驚いた．舞台の裏側を見ることができ，各
スタッフのおおまかな仕事の流れがわかった」「いかにイベントを主催し動かしていくかを裏から
見ることができた」といった指摘があった．
　TV番組は制作者から視聴者への一方通行的なメディアと捉えられがちであるが，実際には受け
手である視聴者の思いや感覚を意識した，実に細やかなサービス精神あふれるコミュニケーション
の積み重ねがあって初めて成立する．NHKの制作スタッフは，それらの実現のため，放送される
番組など表面に見えるものだけでなく，制作のための土台（ロジスティクス）など様々な努力にも
注目してほしいと考えていた．研修参加者の意見からは，100名をこえる関係者が協働した大規模
なイベントでないと得られない貴重な気づきがあったことが分かる．
　また「出演者の話術」（12%），「出演者の表情やコミュニケーション技術」（8%），「出演者のファシ
リテーション」（4%）といった回答からは，イベントのファシリテーターを務めることも多い科学
技術コミュニケーターとしての学びがあったことが分かる．自由記述にも「出演者であるタレント
の方々は，台本以外にもアドリブの効いたトークをされていて感心しました」という感想があった．
番組出演者のスピーチ，プレゼンテーション，ファシリテーションといった技術に注目が集まった．
観客を相手にするまさにプロ中のプロからコミュニケーションのスキルを学べたことが分かる．
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　「制作スタッフ（ディレクター，プロデューサー等）」（12%），「イベント制作スタッフ」（12%）といっ
た裏方の動きが印象に残ったという回答も多かった．「いかにイベントを主催し動かしていくかを
裏から見ることができた」「ディレクターやプロデューサーとのやりとり，指示などを注目していて，
どのように多くの人々とコミュニケーションをとっているのかを見ていました」という意見があっ
た．イベントを企画・実施することが多い科学技術コミュニケーターとして，活動の参考にしてい
る様子が窺える．

4.3　メディアリテラシーに関する教育効果
　今回の研修で，科学技術コミュニケーションについての教育効果と同様に注目すべきなのが，メ
ディアリテラシーに関する学びである．「すイエんサー　北海道大学からの挑戦状！」前・後編が放
送された後，2013年3月16日に研修参加者（CoSTEP受講生のみ）が集まり，改めて同番組を視聴
しながら意見や感想を述べ合った．その結果，参加者たちの全てが，実際に公開収録で見た状況と，
編集された番組とのギャップについて注目していたことが分かった．
　典型的なものとしては，岡田圭右司会者12）への印象の変化である．番組では「ギャグや冗談を連
発するが，ややすべり気味の芸人」に見えることもある．だが，多くの受講生が実際に会場で直接
見た時は，「頭の回転が早く，軽妙なギャグやアドリブによる冗談をテンポよく加えて，会場を大
いに沸かせていた」という．もちろん主観的な印象ではあるが，番組内での設定に沿ったキャラク
ターに見えるよう，編集を加えていると多くの受講生が感じたようである．そしてそのキャラクター
設定が，番組内で話題を変え，テンポを作る上で重要な要素であることも理解できたという．
　すイエんサーに限らず，TV番組の制作では出演者にこのようなキャラクター（役割）の設定がな
されていることがきわめて多い．こうした手法は，サイエンス・カフェや出前授業といった，科学
技術コミュニケーションのイベントにおいても有効である．キャラクターを設定することで，台詞
や言い回しも自ずと変化し，普段とは違った個性を出して，場を演出することができる．
　それから，北大工学部生の専攻内容や課外活動での活躍を紹介するVTRが丁寧に作られていた
ことにも驚きを感じていた．公開収録の時点では無かった映像である．登場人物のキャラクターだ
けではなく，北大の理念の一つである「フロンティア精神」も象徴的なフレーズとして多用し，校
風をうまく表現していた．こうした設定によって，番組が作り出す物語に共感してもらおうという
制作者の意図に気づくことができた．また勝負への抱負や，「すイガール」側を挑発するようなセリ
フなど，各出演者へのインタビューも番組を盛り上げる要素として効果的に使われていた．
　さらに音響効果が加わることによって，実際に公開収録で見たものとは全く違って見えたという．
シーンにあわせてクラシックやロックなどをうまくBGMとして加えることで，公開収録とは全く
異なる臨場感やテンポを生み出していることに気づいた．特に対決シーンは手に汗握る展開を効果
的に盛り上げていた．
　このように，多くの研修参加者たちが，公開収録と完成した番組を見比べることで，映像編集の
持つ力と可能性に対して，驚きをもって受け止めたことが分かった．告知VTRの制作体験を通して，
自らも表現者として，他者の表現を客観的に見る感覚を身につけることができたといえる．メディ
アリテラシーとは，メディアから流される情報を批判的に受け取り，自らもメディアを使いこなし
て意見や思いを表明して，コミュニケーションの場を作り出していく力である（水越 2011）．今回
の研修がメディアリテラシーの獲得にも寄与したことが分かる．
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5．考察
5.1　科学技術コミュニケーション教育とメディア教育，キャリア教育の関係性
　これまで公開収録と放送業務体験研修の内容について報告してきた．今回の研修は，キャリア教
育の一環として行われたが，4.3で述べたように，メディア教育としての役割もあった．では，科
学技術コミュニケーション教育と，こうしたメディア教育，そしてキャリア教育とはそれぞれどの
ような関係にあるのだろうか．
　元村（2008）によれば，ロンドンのインペリアルカレッジではサイエンスコミュニケーションコー
スが1991年に設立されて以来，600人以上の修了者を送り出しているが，その7割以上はメディア
関係に就職を決めたという．北大CoSTEPと同時期に，早稲田大学でも「科学技術ジヤーナリスト
養成プログラム」というメディア教育を中心としたプログラムを設けた13）．CoSTEPでも演習や実
習でサイエンスライティング，音声・映像メディア，グラフィックデザインといったメディアスキ
ルを学ばせている．このように科学技術コミュニケーション教育とメディア教育の間には強い親和
性がある．
　メディアの仕事の多くは実践知によって支えられている．つまり課題解決と向き合う中で個々人
が経験から習得していく暗黙知の役割が大きく，こうした知識や技能を，講義によって言語的に教
えたり，書物から得ることは極めて難しい（楠見 2012）．通常こうした実践知は，周囲の人の行動
から推論し，経験の中から自分で発見する．従って，今もマスメディアにおいては，OJTが有効と
され，メディア教育においても，研究教員だけでなくOJTで育ったジャーナリスト等が参加するこ
とが多い．
　大学は本来，学問や研究の手法を学ぶ場ではあるが，学生にとっては職業社会への移行期を過ご
す大切な場所でもある．メディア教育を実務家教員が受け持つことで，必然的に中身はキャリア教
育の様相も帯びることになる．実際，CoSTEPにおいても，受講生である理系大学院生が，結果的
に新聞社や科学系出版社，科学番組の制作会社に数多く就職している．また大学の役割として，研
究職以外の多様なキャリアパスも念頭において，職業観，知識，技能を教育する体制が望まれてい
る向きもある．
　つまり，科学技術コミュニケーターを養成するプログラムにおいては，実務家教員によるメディ
ア教育が活発な傾向が見られ，そうした活動をキャリア教育に転用しやすい．そしてCoSTEPの場
合は，受講生の半分近くを社会人が占めており，学生にとっては社会人と共に行うサイエンス・カ
フェなどの実践活動が，ビジネスマナーや一般常識，コミュニケーションスキルを学ぶ場にもなっ
ている．
　科学技術コミュニケーター養成を謳いながら，キャリア教育が目的化するような主客転倒は避け
ねばならないが，こうした関係性を意識しておくことは重要である．

5.2　4つの部門の連携について
　今回の放送業務体験研修を成立させた大きな条件として，北海道大学とNHKの連携関係につい
て触れておく．今回の公開収録と研修が実現した背景には，図1に示す4つの部門がうまく連携で
きる環境が整っていた．
　「すイエんサー」を制作するNHKエデュケーショナル（以下NED）．公開収録及び研修を企画した
NHK札幌放送局．出演する教員や学生，収録現場となる教室の手配，事務手続き等を担当した北
大工学部及び総務部広報課．研修のプランニング及び指導，機材の準備等を担当したCoSTEP．4
者が協力関係を築けた背景に図1のようなこれまでの実績がある．四角で囲った連携の内容のうち

「白い背景に黒文字」が過去の実績，「黒い背景に白抜きの文字」が今回の連携内容である．
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図1　4つの部門の連携

　2012年5月12日，CoSTEPの開講式特別講義において，NEDの村松秀（番組プロデューサー）が「す
イエんサーと科学コミュニケーション」という講義を行った14）．村松は2007年5月に「科学におけ
る捏造」というタイトルでも北大理学院で講演をしている．またNEDは科学技術コミュニケーショ
ンに関わる活動を本誌「科学技術コミュニケーション」に積極的に投稿し，実践的な事例を深く考
察している15）．CoSTEPは，こうしたNEDの活動を参考にしながら，実習などの科学技術コミュニ
ケーション教育に生かしている．
　またNEDとNHK札幌放送局広報・事業部は，2012年7月29日に札幌市内「さっぽろホコテン（歩
行者天国）内」駅前通エリアで「すイガール」のライブショーを行った．こうしたきっかけもあって，
公開収録の実現に向けて話が進むことにもなった．一方，札幌放送局は，現役大学生と一緒に作る
新生活応援ドラマ「SMILE DAYS」16）の企画で，既に北大広報課と接点があったこともあり，交渉
は順調に進み，公開収録は1月22日に実施されることが決まった．
　人的なつながりも大きい．演出・編集を指導したCoSTEP早岡の前職はTVディレクターであり，

「すイエんサー」スタッフと旧知の関係にあった．もう一人の番組プロデューサーである高橋理は，
出演した鈴木章名誉教授と同じ北大理学部化学科の出身であり，北大OBとしての立場も明らかに
してトークセミナーの司会をつとめていた．
　このように，図1にあるような関係性を一つ一つ大事に築くことで，何らかのタイミングをきっ
かけにこうした大規模なイベントに発展することもあり得る．こうした機会を有効に生かせる体制
を整えておくことで，科学技術コミュニケーション教育の可能性を広げることができる．
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5.3　まとめ
　TV番組の公開収録現場を教育プログラムに組み込むことで，科学技術コミュニケーション教育
を受ける者にとってどのような示唆が得られるかを以下にまとめる．

1）  構成表の作成から，イベントや映像作品におけるストーリーの作り方を知る．
2）  常に受け手の状況を考え，共感と共有のコミュニケーションを心がける．
3）  撮影と編集の一連の流れを体験することで，映像によるコミュニケーションの特性について学ぶ．
4）  公開収録本番という緊張感のもと，60名を超えるスタッフの動きから，言語化できない実践知

を体感する．
5）  出演者たちの的確な情報処理能力と，高い言語能力，ファシリテーション能力．そして態度，

表情に見られる非言語的なコミュニケーション能力に学ぶ．
6）  短くシンプルなテロップで映像を補足することで，伝わるメッセージを発信するための言語感

覚を磨く．
7）  現場で見た状況と，放送されたコンテンツの差異から，メディアリテラシーについて学ぶ．
8）  科学を伝えるメディアの仕事を間近に見て，職業観を養う．また必要とされるスキルや能力を

理解する．

　TV局と大学が連携することで，様々な相乗効果を生み出せることを，今回の「すイエんサー」の
公開収録と放送業務体験研修から見てきた．乖離しがちな大学と市民社会をつなぐ回路として，マ
スメディアが果たす役割は大きい．今後も大学や研究機関は，TV局などメディア機関との積極的
な連携をはかっていくべきであろう．
　科学技術コミュニケーション教育における新たな学習の場をデザインするために，どのように組
織を連携させ，学びのネットワークを継続的に生み出していくべきか，これからも様々な実践事例
を取り入れながら，試行錯誤を重ねていきたい．

付記
　本報告は科学研究費助成事業「映像メディアを介した新たな科学技術対話手法の構築」（課題番号：
24501085，研究代表者：早岡英介）の助成を受けている．

注
1） 2013年10月現在の番組名と放送時間．なお再放送は土曜朝9：30～9：55 Eテレ．
2） 「すイエんサー」の知力の格闘技・挑戦状シリーズでは，これまで東京大生との3度の対決が2012年2月と6月，

8月にスペシャル版を含め計5回放送され，「すイガール」チームが2勝1敗の結果を残している．また京都大生
との対決は2013年1月に3回放送され「すイガール」チームの勝利．その後，「すイガール」チームは北大生に2敗，
東北大生に1勝．2013年9月には全国大会も実施，東大・京大・北大・東北大との戦いですイガールが優勝した．

3） 詳細はNHK「すイエんサー」HPを参照のこと．http://www.nhk.or.jp/suiensaa/
4） 詳細は，北海道大学CoSTEPの活動レポート「NHKでCoSTEP受講生が作った告知ビデオが放送されま

した」を参照．
　 http://costep.hucc.hokudai.ac.jp/costep/report/article/566/
5） 北海道大学CoSTEPサイト内のリンク「CoSTEPチャンネル」を参照のこと． 

http://costep.hucc.hokudai.ac.jp/costep/channel/
6） どちらの番組も，制作スタッフはディレクター：小室崇（千代田ラフト），プロデューサー：遠藤幸夫（千

代田ラフト），村松秀（NHKエデュケーショナル），土屋敏之（NHK）.
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7） 残りの回答は30代（10.9%），40代（12.1%），50代（3.5%），60代（5.8%），70代以上（1.9％），無記入（1.9%）
となっている．

8） 残りの回答は，ふつう（3.5%），やや不満（1.9%），不満（0.4%），無記入（5.8%）
9） すでに編集している映像や音声の上に，別の映像や音声をかぶせること．
10） 色の濃さを調整するなど，映像システムを評価する時に基準となる信号．
11） 放送において音声機器の入出力レベルなどを調整するために用いる信号音．
12） 岡田圭右氏は，増田英彦氏と「ますだおかだ」というお笑いコンビを組む人気芸人．松竹芸能所属．
13） 現在は，早稲田大学大学院政治学研究科のジャーナリズムコースに引き継がれている．
14） CoSTEPの活動レポート「2012年度の授業がスタート．NHK・Eテレ番組「すイエんサー」のプロデュー

サー，村松秀さんの講義から」を参照．
15） NEDおよび村松からはこれまで『科学技術コミュニケーション』に，以下の投稿がある．
　 村松秀 2008：「最先端の現代アートから見た科学，そしてコミュニケーション:テレビ番組制作を通じて」

第3号
 村松秀ほか 2009:「テレビ映像と様々なメディアをクロスさせた科学教育コミュニケーションの新手法の

開発: NHK「理科教育クロスメディア」の取り組みから」第5号
 林一輝ほか 2011:「体感を通じて「気づき」の瞬間を創出する科学教育コミュニケーション手法の開発:NHK

教育フェア「音モダチがやってくる!」より」第9号
 吉田拓也ほか 2013:「不特定多数へ向け能動的に考えることを促す科学教育コミュニケーション手法の開

発:NHK「ツナガルカガク」の取り組み」第13号
16） 「SMILE DAYS」は，2012年にNHKが現役大学生と一緒に作ったドラマ．北海学園大学や北海道大学

が撮影協力を行った．
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